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今月の表紙
今回は、京葉臨海鉄道㈱にある、村田川橋梁と貨物を牽引するKD60型の
ディーゼル機関車です。京葉臨海鉄道は、JRとの貨物受け渡し場所である蘇我
駅から袖ケ浦市の京葉久保田駅までを約21.6kmで結び、京葉臨海工業地帯で
生産される石油類や化学工業品等の工業物資をはじめ、千葉県産の農産物等、
生活物資を輸送しています。
また、千葉市と市原市の工場地帯を結ぶ村田川橋梁は、1911(明治44)年
にアメリカで製造され、もともと東海道本線の大井川橋梁として使われていまし
た。その後、1963(昭和38）年に村田川橋梁として転用され、現在も京葉臨
海工業地帯をはじめとする千葉の産業を輸送で支えています。10月5日（金）
に開催される「第9回全国工場夜景サミット in 千葉・市原」の千葉市・市原
市工場夜景ガイドマップでも紹介されています。
撮影／明角和人（明角写真事務所）
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相続税対策スタッフ

編集者のひと言
今年は、連日の猛暑で
「命の危険を感じる暑さ」
と
いうフレーズをニュースでよく聞きます。私は冷房が
あまり好きではないので、毎年、扇風機やアイスノ
ンなどで暑さを凌いでいましたが、今年はさすがに
23時過ぎても室温が31℃。暑過ぎて寝られないた
め、エアコンをつけるようになりました。テレビでは
「ためらわずに冷房を使ってください」としきりにア
ナウンスしているので、ためらわずにエアコンを使っ
ていますが、やはり涼しいとぐっすり寝られるもので
すね。おかげで今夏は快適な睡眠を確保しています。

（企画広報課Ｅ.Ｍ.）
※落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

総合防犯設備・用品
街頭防犯カメラ

千葉商工会議所会員

http://www.ohshima-cp.com

営業センター

千葉市稲毛区宮野木町1664-11

0120 ‑ 06 ‑ 2771

所長弁理士

小林 正治

弁理士

小林 正英

TEL 03-3866-3327
東京都千代田区岩本町3−4−5（秋葉原駅５分）
http://www.kipo.jp/

多くの建築物に高品質な
アルミ手摺を提供し続けたい

昭和 年代に創業し、 年代後半からの公団やマンションの建設、スチール
製手摺からアルミ手摺への移行など、まさに時流とともに成長・発展を遂げて
きたビルテック株式会社。創業者のモノづくりへの思いを大切にしながら事業
を拡大してきました。そうした変遷について、ビルテック株式会社の大吉弘代
表取締役にお話を伺いました。

アルミ手摺の時流に乗って事業を拡大

弘
金加工業の会社でサラリーマ

父の大吉望は鉄の加工、板

や大学時代には工場でアルバ

業の手伝いをしました。高校

学に入る少し前で、簡単な作

父が創業した時には私が中

には東京の方がいいと考えた

した。新たな販路を開拓する

という会社を東京に設立しま

こで大吉のほかにビルテック

葉市に工場を移転しています。 お客様には販売しにくい。そ

も、私どもの会社のようにア

を取り扱っています。けれど

ど関連する企業が制作や販売

では４社）や金物メーカーな

りましたが、廃業や統合で今

メーカー（かつては数多くあ

モノづくりをベースに、自分

設計、工事などいろいろ学ば

は関連する同じ業界で営業や

こで１９９８（平成 ）年に

が高くなっていきました。そ

クの商品の方が取り扱う比重

徐々に大吉よりもビルテッ

社は、全国でもおそらく 社

ら取付工事まで行うという会

ルミ手摺専門で、商品開発か

強かったようですね。ある時、 せていただいたのですが、社

で事業をしたいという思いが

長が急逝して経営難に陥り、

統合し、社名をビルテック株

られました。

アルミの材料で網戸を制作し

退職しました。

いアルミ製が好まれていった

摺はスチール製よりも錆びな

方で、私は事業を拡大するこ

専念していましたが、その一

それまで父はモノづくりに

吉工業を創業しました。１９

売する時に、
商習慣上、
従来の

も開発しましたが、それを販

した。

千葉市中央区登戸に移転しま

（平成 ）
年には本部事務所を

）年に発足したのが「日本

業界を成長・発展させていこ
１９８２（昭和 ）年に、株

うと団体を２００５（ 平成

そこで専門業者が集まって

30
そして私は父の会社に入り、 式会社としました。２００４

10

に満たないと思います。

ました。当時、
公団住宅のサッ

大学卒業後、入社した会社

んです。この会社は私に任せ

（昭和 ）年に独立しました。

イトをしましたね。

アルミ手摺はアルミサッシ

２００５年に
業界団体を設立

大吉

ンをしていました。１９６７

歳で父の会社に入社し
ともに会社を設立

ビルテック株式会社
16

いました。

も今年の春まで会長を務めて

アルミ手摺工業会」です。私

17

シはスチール製が中心で網戸
は備え付けではありませんで

式会社に組織変更、資本金５
区愛生町に株式会社大吉を設
立したんです。

モノづくりの父と

のです。そこで、
１９７２（昭

とに邁進しました。特許商品

事業拡大する自分の二人で

和 ）年、埼玉県大宮市で大

うになりました。時代的に手

アルミで手摺を多く受けるよ

摺の加工を紹介され、その後、

仕入れていた先からアルミ手

ある時、網戸のアルミ材を

各戸に直接販売をしたんです。 ００万円にして、千葉市若葉

した。そこでアルミの網戸を

57

７６（昭和 ）年に千葉県千
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代表取締役 大吉 弘
千葉市中央区登戸3-12-5
☎043-302-5200
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ビルテック株式会社
おおよし・ひろし／1957（昭和32）年東京都生まれ。1981（昭和56）年麗澤
大学卒後、金属加工会社の勤務を経て、1982（昭和57）年に父親の会社に入社
し、株式会社大吉を設立。1996（平成8）年に代表取締役に就任し、2007（平
成19）年社名をビルテック株式会社に変更。
（公社）千葉東法人会理事、日本ア
ルミ手摺工業会理事、一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団理事などを歴任。

談話室
Vol.175
「公益財団法人モラロジー研究の関連の勉強会を当社を会場に行っていますが、
道徳を重視した経営は、
お客様や社会への貢献はもちろん、
自社を大きく成長させると思います」
と大吉代表取締役は語ります。
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法人、
個人事業主様向けの売掛サービス始めました！
！

先がなかなか見えない中で、会社を守り、
発展させていく

れる会社づくり、②全従業員

）年９月に完成予定でした
①人と製品やサービスが愛さ

夢シティちば 2018年₉月号

ことや仕事に対する考え方を

スケジュール変更などを行い

と取引先の幸福、③私達は仕

中心にお伝えしています。

ながら、何とか続けていくこ

21

経営理念で掲げていますが、

が、北京オリンピックで資材

供と社会の発展──を目指し

事を通して快適な住環境の提

でこの４年ぐらいは何とか黒

て、個々の社員が自身の能力

とができました。おかげさま

方がいいと言われ、２００８

字で推移しています。

を磨いて、会社を成長させて

が不足するので契約を早めた

この仕事は受注をベースに

年９月初旬に全業者と契約を

困難を乗り越え
工場を新設し、稼働

して行うので、先が読めない

ーマンショックが起きました。

結びましたが、 月半ばにリ

創業当初は経理を担当して

受注予定の物件の凍結・中止

という苦労はあります。

いた母から手形は発行しない

が相次ぎ、当社の売り上げも

名で、工場

いきたいと思います。

方がいいというアドバイスを

半減してしまい、大赤字に転

が 名弱。

20

9

個々の社員が自身の能力
を磨いて日々、頑張る

受けていました。手形を発行

落してしまいました。ようや
30

現在、社員は事務所が 数

した数カ月は資金繰りがラク

■営業時間 １０：００～２０：００
■定 休 日 木曜日、 年末年始も元気に営業！！
■連 絡 先 〒２６０－００１６　千葉市中央区栄町３７－６
TEL０４３－２２２－０８１８

仕事は非常

蛸TAKO

く復活して先行きが見えてき

夢シティちば 2018年₉月号

蛸姫

にはなるが、
その後、
仕事が少

5

株式会社

によくやっ

■営業時間 19:00 ～ 翌4:00
■定 休 日 日曜日（イベント時はOPEN）
■連 絡 先 〒260-0013
千葉市中央区中央1 -1-8 中央28ビル2F
TEL 043-224-0396

たところに、東日本大震災が

BAR そらのかけら

なくなったら苦労する。その

牛すじのデミトマトスープオムライス
コトコト煮込んだ牛すじのデミトマトスープをかけたオムライス！
オムライス好きなら必ずご賞味あれ！ 800円

てもらって

貸切プラン・宴会プラン・ウエディングパーティプラン、
演奏プランもあります。大切な人へのお誕生日にも！
！
お一人様3500円～（要相談）から承っております。

☆一番人気はソースのたこやきに九条ネギをかけた「ねぎ盛り」です。
４３０円！

起こり、受注物件の凍結や中

ヨーロピアン？ 昭和？ オモチャ箱をひっく
り返した様なキラキラが印象の店内！ 新た
なインスピレーションを求め毎晩語り明かし
ています。エンターテイメントスペースでは、
フルートやギターの生演奏、様々なジャンル
のバンドライブも行っています♪
ヨーロピアン漂う店内で憩いの１杯を！
！

ようなことを積み重ねて、倒

～かけらの夢は夜ひらく～

タコだけじゃない。
粉は大阪、ネギは京都の九条ネギ。
栄町で店を構えて早９年。
これからもお客様に「おいしい」と言ってもらえるたこやきを焼いていきます。

の社員の質を上げていこうと思ったら
自分自身の質を上げないといけない。
いい人材を自分がリードをしていか
なければならない。こんな程度でで
きるんだと思えば独立していってし
まう。 やはりたゆみない努力が必
要ですね。

います。事

今日の終わりに

栄町のたこやき屋さん 蛸 TAKO

止にもなりました。簡単には

幻影的な空間で過ごせる
大人のエンターテイメント bar そらのかけら

Ｑ 心掛けていることは？
Ａ やはり自身の成長でしょうか。会社

産を回避してきました。

ＴＥＬ：（０４３）２０５－７８１１

ビバホームあすみが丘店

務所では朝

〒267‐0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘7‐1
あすみが丘ブランニューモール内

復活しなかったので、助成金

ＴＥＬ：（０４３）２８４－２１４１

けれども一番の危機は工場

ビバホーム作草部店

〒263-0015 千葉県千葉市稲毛区作草部２－９－１６	

礼で、私の

イツのカメラのライカが好きでしたので。
クラシック音楽も好きでドイツの作曲
家・シューベルトの音楽も理解できた
らいいと思っていたんです。それでドイ
ツ語を勉強しようと大学もドイツ学科
に進んだんです。妻とレンタカーで
フランクフルト周辺をあちこちを回っ
たこともありますが、景色も美しいで
すし、ビールもワインも最高ですね。

を利用したり、ありとあらゆ

Ｑ 好きな外国は？
Ａ ドイツです。子供の頃、ドイツの車やド

を千葉市若葉区上泉町に新設

天気が良ければ休日はゴルフに出
掛けます。冬は経営者仲間とスキー
に行きますし、夏は家族と石垣島に
行ってダイビングをしています。

思っている

Ｑ 休日は？
Ａ 個人的にはゴルフが好きなので、

る努力をしました。銀行とも

Q &A

した時です。２００９（平成

大吉社長

4

世界へ伸びる

株式会社ソニックデザイン
〒260-0843 千葉市中央区末広5-11-17
TEL 043-209-1777

企画、
開発、
製造および販売事業を行っ
万円と通常よりも高額になりますが、

オーディオのセットで 万～８００

しています。

で起こる想定以上の経年劣化にも対応

で、雨や雪の多い地域、暑い地域など

や耐熱性、耐震性にも優れていますの

ているので、音だけではなく、耐候性

●会社データ●

ています。自動車のスピーカーなどを

以来、自動車搭載用オーディオ機器の

敬守
佐藤
代表取締役社長

自動車用の高級オーディオという専門性で
国内・海外に販路を拡大していきたい

当社は２０００（平成 ）年の創業

機能性に優れた
自動車専用の高級オーディオ

自動車に搭載されるオーディオの音質と機能を追求し続け、
海外でも販路を拡大した株式会社ソニックデザインの佐藤敬守
代表取締役社長にお話を伺いました。

スタートして、徐々に大きくしていき
ましたが、ある年、車に装着したス
ピーカーの音を来場者に聴いてもらい

12

求していきたいと考えています。

販路拡大のきっかけは
東京モーターショー出展

ルでは一部の車種に純正アクセサリー

中でも、メルセデス・ベンツとスバ

の製品は７・７㎝。また、
通常のスピー

創業後、比較的早い段階から東京

として、当社のオーディオシステムが

もなく、いい音を保ち、外に漏れたり

モーターショーに出展していました。

カーのように箱に入っているため、前

することもありません。箱に入れるた

最初は３ｍ×６ｍの小さなブースから

採用されています。

めにコンパクトなスピーカーをつくっ

をとることです。例えば、中国なら顔
を合わせてまずお茶やたばこ、それか
ら食事に、しかも遠方も厭わず出掛け

たれ、コラボレーション企画が生まれ

も、少し高級なスピーカーに興味を持

だくために、連絡をとりました。先方

いたんです。現在はそのほか、中国と

理店から取り扱いたいと言っていただ

ショーでした。来場した韓国の輸入代

海外進出のきっかけも東京モーター

席して交渉に入りますが、その感覚で

とします。日本だといきなり会議で同

す。相互に理解し、信頼関係を築こう

こで初めてビジネスの話になるわけで

ます。食事も１～２時間かけます。そ

たんです。

は、
「お前はただ売り込みに来たのか」

どの地域・国でも扱いやすいように
写真入りの説明書を作成

として扱いたいと言われました。

後に出る音を打ち消し合うようなこと

純正スピーカーは ㎝程度ですが当社

ンパクトであること。通常の自動車の

当社のスピーカーの大きな特徴はコ

業は日本でも希少と思います。

独自で開発し、専門で販売している企

製造・販売している企業はありますが、 高級なオーディオに関心のある方に訴

10

タイの企業とも取引を行っています。

たいと考え、ベンツの展示許可をいた

16

用スピーカーをいち早く商品化、一部

久性で、当社では製造時と出荷時に完

音の良さとともに求められるのは耐

ることややりたいことを主張していか

そしてそのためには自分が思ってい

スバルは、当社がトヨタ に車種専
のディーラーでの取扱いを開始してい

成検査を実施しているので、クレーム

なければいけない。通訳を介してでも

化や慣習の違いで、通訳を介して説明

のように伝えるかということです。文

少し苦労するのは、取り付け方をど

必要なものがあり、そうしたことを教

習も観光とはまた異なる、ビジネスに

いた方がいいですね。現地の文化や慣

いいので、これはできるようになって

と相手にされません。

ることを知り、同車がトヨタとスバルの

がきたことはありません。

しても、細かいことを覚える日本人の

えてくれるセミナーやガイドなどがあ
海外進出を検討している経営者に伝

ような勤勉さはあまりないので、作業
これは日本でも、写真入りの取り扱

えたいのは、やはり現地を知るという

ればいいと思います。
い説明書を作成していたので、現地語

こと。日本製品を海外で販売するには

マニュアルを作成しました。

に翻訳しました。やはりビジュアルの

らず、製品の質とコミュニケーション

力は大きく、どこでもまず写真を見て、 国内より高い価格で販売しなければな
文章を補足的に読む。そのため、文章

を武器にしていくことが必要です。
今後の展開としては、技術面・営業

はできるだけ簡潔にしています。今後
はさらに進めて動画にしたいですね。

面とも今後、対応するメーカー、車の
種類を増やしていきたいです。そのた
が横のつながりを持って情報交換や連

めにも、海外に進出している企業同士
アジアでのビジネスで、日本と大き

携できるような仕組みが欲しいですね。

課題は異文化の人々との
コミュニケーション

く違うのは、まずコミュニケーション

6
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86

共同開発なので当社の製品をスバルで

▼純正品から交換することも可能

も取り扱えないか、純正アクセサリー
◀▲東京モーターショー2017に出展

ソニックデザイン製
スピーカー
純正スピーカー

海外で事業展開する企業

石渡 安博

次の世代が少しでも夢や希望を持てる
地域をつくっていくことが責務
県庁に 年間勤務後、当所の専務に就任した石渡安博さんに千葉県や

の課題解決を推進す

クを担当しました。特に幕張メッセで
は、オープン直後でしたので、イベン
ト開催の予約が殺到してすごい熱気で
した。

千葉市の課題や、専務としての抱負を伺いました。

私は県庁に 年間勤務しており、中
でも総合企画部と商工労働部に所属し
ていた期間が長いです。総合企画部で
は幕張メッセやかずさアカデミアパー

８月９日㈭にカン
ることを目的に設立

千葉商工会議所とは県庁時代から一
緒に仕事をしていましたが、今回、改
めて分かったことは、想像以上に職員
が忙しく、職員が地域や中小企業のた
めに熱心に頑張っていることです。
今、地域の中小企業はとても厳しい
状況に置かれています。また、人口減
少や少子高齢化、ＩＴの普及などに
よって、消費が減少し、消費者の動向
も大きく変化しています。そうした中
で、中小企業を支援し、地域の活性化
をサポートする役割を担う商工会議所
の役割はますます重要になってきてい
ると思います。事業承継について関係
機関が集った新しい組織ができました
し、これから新しいことをどんどん打
ち出していく必要があります。
キーワードは
「連携」
だと思います。
２０２０年オリンピック・パラリン
ピックの会場となる幕張と中心市街地
をどうやって連携させていくかが重要
です。千葉商工会議所も周辺とどう力
を合わせて、シナジー効果を生み出し
ていくか。また、千葉県の宝でもある
農林水産業を商工業の振興につなげ、
Ｗｉｎ Ｗ
- ｉｎの関係を築いていくか、
ですね。
まずはポスト２０２０年オリンピッ
ク・パラリンピックを視野に入れて、
こ
の素晴らしいスポーツイベントをどう
地域経済に結び付けていくか。地域の
方々がオリンピックの後で良くなった
と実感できるものにしなければいけな
い。人口減少の時代に入って、重要な
ことは交流人口を増加させることです。

千葉市や千葉県を訪れる人を増やして
いく必要があります。千葉の良いとこ
ろをアピールするとともに、また足を
運んでもらうためにアクセスの向上も
課題となります。
私も趣味が旅行ですが、千葉県内も
よく出掛けます。千葉県は、東京に近
くて豊かな自然も残されており、おい
しい食べ物が豊富で、さらに楽しいと
ころもたくさんあります。これらを外
に向かってもっと積極的にアピールす
る必要があります。
アクセス面では、アクアラインに加
えて圏央道開通で飛躍的に利便性が向
上しました。幕張、
成田、
木更津が高速
道路で結ばれています。これから目指
すべきは一部地域だけではなく均衡性
のある発展です。県内の東地域や南地
域がさらに発展していくためには、や
はりその牽引役となる千葉市の存在が
ますます重要となっています。
２０２０年会場となる幕張や、通行
料金が８００円に値下がりしたアクア
ライン、拡張計画がある成田空港など、
千葉県全体が新たなステップに入る今、
努力とアイディアで地域経済を活性化
させていくことが何よりも重要です。
私も千葉商工会議所でその一助となっ
てお手伝いをしたいと考えています。
私の若い頃は高度成長期で夢と希望
がありましたが、現代は先が見えず少
し不安な面もあります。次の世代の人
たちが少しでも夢や希望を持てるよう
にすることが私の責務と考えています。

日本語による簡単な（意思疎通）ができる方

デオホテルズ千葉に

ウ

されました。今後、

日本国籍を有する方または日本に居住する資格を有する方

て、「ちば産学官連携

イ

各高等教育機関では、
教育・研究活動を恒
常的に進めるなか、
地元企業への就職率
向上等も目指します。
幹事校を務める淑

2002（平成14）年４月１日以前に生まれた方

プラットフォーム」
の連携協定締結式お
よび設立総会が開催
されました。
本組織は、千葉市
や市原市にある の

1,700 人

徳大学学長の磯岡哲

人数（目安）

大学・短期大学が連

千葉市

也氏は、本組織につ

選考・運営

携し教育改革に取り

JR 海浜幕張駅

いて、「それぞれの
大学・短期大学が、

活動場所

組むことはもとより、
自治体や産業界との

お互いの建学の精神
を理解しあい、連携
しあうことが重要。

また、それぞれの大学が強みを
活かしながら教育・研究活動を
行うことで、千葉市が抱える地
域課題の解決にも取り組み、千
葉市の魅力づくりにも還元して
いきたい」と述べました。
今後は、
当所のほか千葉市、
地
元企業とも包括連携協定を締結

詳細は都市ボランティア募集要項を参照してください。

産学官連携に取り組
むことにより、地域

千葉市内

37

11

1957（昭和32）年生まれ。千葉県木更津市在住。中央大学法学部卒業。
昭和56年に千葉県庁入庁。商工労働部企業立地課長、経営支援課長、教育
庁教育振興部次長、総合企画部次長、農林水産部流通販売担当部長を歴任。

し、定期的な協議を通じて、共

都市ボランティア募集概要について

いしわた・やすひろ

に千葉市の魅力を高めていくこ

2018（平成30）年９月12日㈬から12月10日㈪まで
募集期間

ア

応募条件

東京2020大会の開催日程を中心に５日程度、１日当たり５時間程度
活動期間・時間

千葉会場

等
活動エリア

活動エリア、人数等

3,000人
都市ボランティア募集人数

11の私大・短大が
「ちば産学官連携
プラットフォーム」を設立
ととしています。

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた都市ボランティアを募集します！

専務

インタビュー
37

8
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トピックス
トピックス

新入会員 のご紹介

千葉商工会議所パソコン購入に伴う見積業者の募集について
千葉商工会議所 パソコン購入に伴う見積業者の募集について、下記要項により実施しますので、
お知らせいたします。

<千葉商工会議所パソコン購入に伴う見積業者
１．見

積

２．納

物

３．参

品
加

資

件

Ｒｉ
ｓｔｏｒａｎｔｅ  Ｃｏｒｎｅｔ
ｔｏ

パソコン

イタリア料理店、イタリア菓子販売

募集要項>

50台（新品で2018年１月以降のビジネスモデルとする）

中央区

㈱浩浩 千葉介護福祉カレッジ

【代 表】 徳永 泰成 ☎043-441-8331
【所在地】 中央区栄町

日

平成30年12月初旬～中旬（当所が指定した日とする）

格

当所会員で、会費・特定商工業者負担金を完納していること

４．見積書提出期限

中央区

【代 表】 工藤 浩範 ☎043-266-8030
【所在地】 中央区浜野町

平成30年９月28日（金） 午後５時00分

中央区

コンパサーレ法律事務所

【代 表】 石川 貴康 ☎043-202-2336
【所在地】 中央区本千葉町
法律サービスの提供

中央区

美浜区

（順不同・敬称略）

龍源商事㈱

【代 表】 楊 麗富 ☎043-441-3326
【所在地】 美浜区稲毛海岸
スーパーマーケット

マゴシ行政書士事務所

【代 表】 馬越 浩二 ☎043-265-0100
【所在地】 中央区今井

…事業内容
…ＰＲ（宣伝）コメント

花見川区

佐々木広告事務所

【代 表】 佐々木 修 ☎070-5550-6852
【所在地】 花見川区幕張本郷

介護人材育成サービス、外国人研修生受入

相続手続きのサポート、各種許認可申請のサポート

介護の現場で働く方、
求職者への介護教育サービスを行っ
ています。

相続手続き、
各種許認可申請の手続き、
気軽にご相談下さい。

広告に係る宣伝・制作

※詳細につきましては、当所ホームページ（https://www.chiba-cci.or.jp/）の新着情報をご確認ください。
新入会員を募集しております。
みなさまのお知り合いをぜひご紹介ください。

お問合せ／お申込みは、千葉商工会議所総務部総務課まで
お待ちしております。 Tel.043－227－4101 Fax. 043－227－4107
https://www.chiba-cci.or.jp/ 検索

＜見積書の提出場所及び問い合わせ＞
千葉商工会議所

総務課（笠井）

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館13階
TEL 043-227-4101 FAX 043-227-4107
E-mail：so-mu@chiba-cci.or.jp

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を9/18～11/30に
実施いたします。本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様に
ご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的
としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入
院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、
是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国
各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

千葉商工会議所
連絡先

11
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月

日㊍

答企業の全てがセミナーによりＩＴ導入
への関心が高まったと答えた。また、ア
ンケートでは、ＩＴ導入補助金を活用し
たいという企業が９割を占め、その理由
として「生産性向上・売上拡大」との回
答が最も多く、セミナーに参加した中小
企業のＩＴ導入への関心の高さを示す結
果となった。
なお、セミナーと同会場でＩＴツール
展示会を同時開催し、主にバックオフィ
ス業務の効率化に役立つＩＴツールが展
示され、展示されているＩＴツールをセ
ミナーの中で紹介したことから、セミ
ナー後には数多くの受講者が展示会に参
加し、各出展企業に積極的に質問する姿
が見られた。

月 日㊌
平成 年度 第１回経営発達支援計
画推進会議を開催

☎043‑246‑0265
http://www.kenko-chiba.or.jp

☎043‑225‑6232

千葉市美浜区新港32-14

千葉市中央区本町1−1−13

特定健診 保健指導 一般健診
出張健診 環境測定 人間ドック
各種がん検診 各種精密検査

報徳千葉診療所

ちば県民保健予防財団
医療法人社団 報徳会

あなたの健康をサポートする…

公益財団法人

内科・消化器科・甲状腺・糖尿病外来
人間ドック・各種健診・マンモグラフィ検診
がん検診・出張健診

働き方改革実現！ ＩＴ導入セミナー

日㊋

地元ＩＴベンダー企業と当所が連携し
て中小企業のＩＴ導入の支援を行う「千
葉商工会議所ＩＴ導入促進チーム」によ
る取り組みの一環として、第１回目とな
るセミナー「働き方改革実現！ 中小企
業のＩＴ導入セミナー」を当所にて開催
した。
セミナーでは、㈱ナーツ 代表取締役
野中栄一氏を講師に招き、中小企業のＩ
Ｔ導入を巡る動向や比較的容易に導入が
可能なＩＴツール及びＩＴ導入事例の紹
介、ＩＴ導入補助金・軽減税率対策補助
金の説明等を行い、会員の中小企業など
名が受講。
セミナーは、ＩＴツールの実演も交え
たことから初心者にも分かり易く、終了
後にアンケート調査を行ったところ、回

月

インターンシップ導入セミナー

30 18

当所は商工会・商工会議所が伴走型で
小規模事業者の経営改善・発達を支援す
ることを目的とする経営発達支援計画に
ついて平成 年度に経済産業大臣の認定
を受けており、本計画を円滑に推進する
ため同計画推進会議を設置しているとこ
ろである。同計画に係る今年度の伴走型
小規模事業者支援推進事業の実施にあた
り、支援機関同士の連携強化を目的とし
た本年度第一回目の会議を開催した。今
年度の実施事業は「創業スクール」
「地理
情報システムの活用」
「外部専門家の活
用」
「千葉都市モノレールと連携した情
報発信事業」
「産業フェア」となってお
り、会議では各事業の計画を説明したの
ち、実施に向けた課題や各機関との連携
等について闊達な意見交換がなされた。

7

12
17

月 日㊊
若年層対象
合同就職説明会・面接会
当所は、若年層の人材確保が厳しい状
況のなかで、一人でも多くの若年層の求
職者に魅力ある地元企業への理解を深め
てもらうことを目的に、合同就職説明
会・面接会を千葉公共職業安定所及び千
葉市と共催で開催した。
当日は、会員企業 社の採用担当者が、
来場した大学新卒者・既卒者 歳以下の
求職者 名に対し、企業ＰＲや面接を行
い、積極的に採用活動を行った。
本説明会・面接会終了後、参加企業に
アンケート調査を実施したところ、「求職
者と直接会話が出来て良かった」「人手不
足のため一人でもマッチング出来る人材
と出会いたい」などのお声をいただいた。
本説明会・面接会は、 月に第２回目
を開催する予定である。
34

月 日㊍
６商工会議所合同での
ビジネス情報交流会を開催！

10

7
41

7
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12

当所・浦安・船橋・習志野・八千代の
当所は、インターンシップの導入を検
県内５商工会議所と東京商工会議所江戸
討している企業向けに、効果的な実施方
川支部は合同で、浦安ブライトンホテル
法が学べるセミナーを開催した。
東京ベイにて、ビジネス情報交流会を開
講師には、㈱トリムタブ 代表取締役
岸守 明彦 氏をお招きし、
「なぜ今イン
催した。
ターンシップに取り組むべきなのか」を
交流会は、第１部で各参加事業者が自
題目にご講演いただいた。
「インターン
己紹介をし、続く第２部で名刺交換・情
シップを採用目的だけで実施するのでは
報交換を行う構成となっており、全体で
なく、学生に自社の魅力や自社に定着し
１００社（１４１名）が参加する盛況な
ている社員を知ってもらうことで、採用
交流会となった。
活動でのミスマッチを防止する狙いがあ
参加事業者は、会社案内や商品パンフ
る。また、インターンシップを実施する
レット、独自に持参した展示物などを駆
ことで、若手社員の育成に有効活用する
使して積極的なＰＲを行ったり、普段交
ことが重要」との解説があった。
流がない地域や業種の事業者と情報交換
参加者からは、「インターンシップの現
を行ったりと、それぞれのビジネスチャ
ンスを広げるため活発な交流が行われた。 状を知れた」「社員も成長できるプログラ
ムを実施したい」などのお声を頂いた。
27

31

9

31

7

7

7・8月
タイムライン

月

日㊌

千葉商工会議所セミナーシリーズ第１回
「今こそ考えたい事業承継」 を開催

月 日㊎
会員増強について
ワーキングメンバーと協議

食品部会

当所は各部会の代表者を交えた会員増
強ワーキング会議を開催した。当会議は
昨年１月に行われた部会長会議の決定を
受けて組織されたもので、通算６回目の
開催となる。
今回は、会員増強に関する結果報告と、
今年度における今後の増強計画について
意見交換を行った。
「入会勧奨をする際の
成功事例をもっと紹介してほしい」加入の
少ない業界に重点を置くなどの方法もあ
るのではないか」
「入会にあたっては、部
会だけでなく、青年部等により協力いた
だいてはどうか」「千葉支社、支店等への一
層の入会アプローチをかけてはどうか」等
の意見があり、協議の結果、設定した目標
数値を元に、議員・部会も含めての全所的
な増強活動を展開することを確認した。

日㊍

都市開発・産業政策合同委員会

月 日㊋
千葉市のバス交通に関する
意見交換

小売部会

都市開発委員会（飯沼委員長）および
産業政策委員会（伊藤委員長）は、今年
度第２回目の合同委員会を開催した。
昨年度は千葉市から行政視点で公共交
通施策についてご説明いただいたが、今
回は県内有数のバス事業者である京成バ
ス株式会社の佐藤誠晃取締役・企画部長、
会沢取締役企画部部長、上田営業課長を
講師にお招きし、民間企業視点で千葉市の
バス交通施策についてご説明いただいた。
外環道開通による市内交通への影響や
千葉幕張間を運行しているバス「ちばま
くライナー」の運行状況、成田空港交通
輸送に関する現状と今後の展望等を伺っ
た後、運行周知活動等について意見交換
を行った。

10

７月 日㊍
正副部会長・所属議員会議
視察研修会・交流会について協議

▲千葉市のバス交通について研究を行う
会員交流会の内容について協議

当所は、経営講習会として「今こそ考
えたい事業承継セミナー」を開催した。
セミナーは３部構成で行われ、第１部
の講師に、近畿大学 経営学部 准教授の
松本 誠一 氏、第２部の講師に、中小企
業庁 事業環境部財務課 課長補佐の上野
正樹 氏、第３部の講師に㈱帝国データ
バンク 千葉支店長の加藤 勉 氏をお迎
えし、ご講演いただいた。
講師からは、事業承継の具体的な事例
を交えながら、今なぜ事業承継かという
基本的な話と、改正された事業承継税制
について説明が行われた。
参加者からは、
「よく理解できた」
「大
変参考になった」等の回答もあり、今後
のセミナーシリーズへの参加希望も多数
あった。

建設・卸売・工業部会

月

正副部会長・常任委員会議を開催

7

小売部会（中島部会長）は、正副部会
長・所属議員会議を開催した。
今年度の視察研修会は食品部会・卸売
部会と合同で埼玉県川越市の商店街を視
察するとともに、商店街の方から小売業
の現状や来街者状況等についてお話を伺
う場を設けられるように調整することと
した。
また、直近約３年間の新入部会員（小
売部会員所属）の方と交流することを目
的に、今年度初めて部会交流会を開催す
ることとし、参加しやすい会場設定や交
流会内容について意見交換を行った。
最後に会員増強について今年度６月現
在の当所会員数を報告し、今後も引き続
き部会一丸となって入会勧奨を行うこと
とした。

７月

日㊍

卸売部会

卸売部会（山口部会長）は、今年度第
２回目となる正副部会長・所属議員会議
を開催し、今年度の事業である「セミ
ナー」
、
「視察研修会」の開催等について
協議を行った。
「セミナー」については、テーマを「こ
れからの成功し独自性のある事業のあぶ
り出し方」とし、食品部会と合同で来年
２月に開催することが決まった。
「視察
研修会」は、埼玉県川越市を視察先とし、
今年 月に小売部会、食品部会と合同で
開催することとなった。
その他の報告事項として、今年度の会
員増強に関する取り組み状況などを説明
した。

正副部会長・所属議員会議を開催

26

11

月 日㊍

３部会合同ゴルフ大会を実施
食品部会
（森山部会長）
は、今年度第２
回目となる正副部会長・常任委員会議を
開催し、今年度の部会事業計画の「オー
プンセミナー」
、
「視察研修会」について
協議した。
「オープンセミナー」
については、いく
つかの候補の中から協議のうえ「これか
らの『成功し独自性のある事業』のあぶ
り出し方」に決まり、昨年同様、他部会
と合同で来年２月に開催することが承認
された。
「視察研修会」
は、埼玉県川越市
を視察先とし、今年 月に小売部会、卸
売部会と合同で開催することとなった。
その他の報告事項として、今年度の会
員増強に関する取り組み状況などを説明
した。
11

14
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15

建設部会（大久保部会長）
・工業部会
（ 長谷部部会長 ）
・卸売部会（山口部会
長）は合同で、千葉バーディクラブ（八
街市）にて親睦ゴルフ大会を開催した。
当日は天候に恵まれ、 名の参加者が
気持ちよくプレーを楽しんだ。
その後は、表彰式を兼ねた懇親会を開
催。各賞の結果発表は大いに盛り上がり
を見せ、和やかな雰囲気の中、参加者同
士交流を深めた。
なお、主な結果は次の通り（敬称略）
。
【優 勝】 鹿島建設㈱千葉営業所
		 田中 毅志
【準 優 勝】 旭建設㈱ 大久保 隆章
【３ 位】 式田建設工業㈱ 藤代 敬一
【ベスグロ】 宮川電気通信工業㈱
		 宮川 欣丈
27

19

3

12

1

12

8

7

8

7

7・8月
タイムライン

＜ちばインフォメーション＞

千葉商工会議所からのお知らせやイベントをはじめ毎月、最新情報を紹介します。詳しくは各お問合せ先へ。

外部からのお知らせ

新たな議員／議員職務執行者の変更

チャレンジ運動講習会
職場や地域の仲間と運動をはじめませんか？
事業所や自治会などで、健康づくりのための運動を行っている、またはこれから始めようとしているグループに、健康運動指導
士または健康運動実践指導者を派遣します。
ちょっとした時間を使って身体を動かすコツを覚え、日常生活の中で無理なく体を動かしましょう。
●対

2

28

25

21

分 野

経営全般

11

相談員

大矢診断士

14
17

夢シティちば 2018年₉月号

小規模事業者の方に有利な融資制度

マル経融資

商工会議所の推薦で【日本政策金融公
庫】が融資する国の制度です。

ご利用いただける方

①千葉
 市内で最近１年以上事業を継続してい
ること
②当商
 工会議所の経営指導を申込みの６ヶ月
以前から受けていること
（法人税）
、事業税、市・県民税等を
③所得
 税
納期限内に完納していること
④日本
 政策金融公庫の非融資対象業種（金融
業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等）で
ないこと

実施中

石井診断士

要

0

経営全般

不

大矢診断士

1.11％

（平成30年8月10日現在）

担保・保証人

経営全般

利

利子補給
.5％

※決算
 内容等によってはご
希望にそえない場合もご
ざいます。

金

2,000万円以内

石井診断士

設備資金 10年以内
（据置２年以内）

経営全般

７年以内

（据置１年以内）

鴫原 税理士

運転資金

融資限度額

務

大矢診断士

石井診断士

小倉社労士

大矢診断士

返済期間

税

経営全般

務

経営全般

労

経営全般

石井診断士

マル経融資とは

10

（無料）

4

泉

専門家による経営の相談窓口

5

篠塚

千葉商工会議所では、経営全般、法律、
■社会保険労務士による労務相談窓口
税務、労務等の問題について、専門家に
就業規則、社会保険、助成金等、企業
よる相談窓口を開設しております。相談
経営における労務相談全般に応じます。
は無料、秘密厳守いたしますので、お困
時～ 時
りのことがありましたら、是非お気軽に 【日 時】 月 日㈭
【相談員】 小黒 和夫（社会保険労務士）
ご利用ください。

9

日 付

11

月 日㈮

12

月 日㈫

16

月 日㈮

19

月 日㈫

9

月 日㈭

9

月 日㈮

9

月 日㈫

10

月 日㈭

10

月 日㈮

10

千葉テレビ放送㈱
代表取締役社長

匡

■中小企業診断士による
経営の相談窓口

●事業計画の作成について相談したい
●国や
 県の公的支援策を活用したいなど、
経営に関する様々な課題について相
談に応じます。
【日 時】 毎週火曜日・金曜日
時～ 時
【相談員】 大矢たかし（中小企業診断士）
石井 孝昌（中小企業診断士）
17

10

経営全般

※骨密度測定・親子料理教室は、 事前の申し込みが必要です。
詳しくは、 市政だより9月号または千葉市ホームページをご覧ください。

14

10

月 日㈫

など

小門口

10

榎本弁護士

○親子料理教室（参加費1人500円、 要事前申込）

和彦

10

律

○骨密度測定（要事前申込）や血管年齢などの測定

千葉倉庫㈱
代表取締役社長

10

法

○脳トレや健口体操の体験

水嶋

17

大矢診断士

○病気、 歯科、 薬やこころに関する各種健康相談

14

経営全般

健康づくり関連の催し物

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

●会場：Qiball（きぼーる） 中央区中央4－5－1

19

月 日㈮

●日時：10月13日（土） 午前10時～午後4時

謙一

10

17

【問合せ】 経営支援課
☎０４３―
２２７―
４１０３

～見直そう！ みんなの健康づくり～

千葉市では市民のみなさまに健康づくりへの関心と意欲を高めていただくため、「市民健康づくり大会」を
開催します。日頃の生活習慣を振り返り、 楽しく健康づくりに取り組む機会として、 ぜひご参加ください。

夢シティちば 2018年₉月号

4

澤井

東方エージェンシー㈱
取締役社長

■弁護士による商工法律相談

Eメール health@city.chiba.lg.jp

市 民 健 康 づ くり大 会

17

10

※ご相
 談を希望される場合はあらかじめお電話
で相談日時等をご連絡ください。

健やか未来都市をめざして

稔

東方地所㈱
代表取締役

●債権が回収できない
●契約
 に関するトラブルが発生したなど、
法律上の諸問題の相談に応じます。
【日 時】 月 日㈮
時～ 時
【相談員】 榎本 初雄（弁護士）

FAX 238-9946

伊藤

14

〈問い合わせ〉 千葉市保健福祉局健康部健康支援課
電話 238-9968

㈱幕張メッセ
代表取締役専務

■税理士による税務相談窓口

各グループ原則１回です。
30〜90分で希望に応じます。
無料
・会場は、参加者に運動ができる場所を用意してい
ただきます。
（事務室、会議室、廊下などでも可能。
原則室内。）
・体操着などは不要です。ただし、
内容により要相談。
●申 込 方 法 希望日の１カ月前までに、申込書を
〒261-8755 美浜区幸町1-3-9
千葉市役所健康支援課へ郵送。
FAX 、E メール【下記】も可。
●申込書配布場所 健康支援課、各区保健福祉センター健康課。市
ホームページからもダウンロードできます。

●派 遣 回 数
●所 要 時 間
●費
用
●そ の 他

記帳、確定申告等、企業経営における
税務相談全般に応じます。
【日 時】 月 日㈭
時～ 時
【相談員】 鴫原 善幸（税理士）

象 市内の民間事業所、自治会などの5〜30人程度の
グループ
●内
容 健康づくりのための運動についての講話と運動実技指導
（例）
・肩こり・腰痛予防のためのストレッチ
・手軽にできる筋力アップ体操
・ウォーキング
・ラジオ体操
・ロコモティブシンドローム予防のための運動  など
＊ロ
 コモティブシンドロームとは、骨、関節、筋肉な
どの働きが衰えることでくらしの中の自立度が低下
し、介護が必要になる可能性が高くなる状態をい
います。
●派遣可能日時 年末年始を除く毎日 8:30 〜 21:00
土日、
祝日も可能。

16

わが社の

イチオシ社員

インドの料理や食材を気軽に味わって
いただき、文化を感じてほしい

）年に創

ていくことも目的だったそうで、少し

だき、インドの食文化の良さを紹介し

違うため、楽しくおいしく食べていた

んで食べる日本のカレーとはずいぶん

く、ビーフやポークを使ったり、ごは

時はインド料理といってもなじみがな

静な住宅街の一角に開店しました。当

インドカレーの店シタール」の名で閑

したが、それをほかに販売することで

供するためにインドから輸入していま

時、アルフォンソマンゴーをお店で提

食品輸入の事業を始めたそうです。当

店をきっかけに、店は１店舗と決めて、

の中にも出店していましたが、その閉

とですが、一時は八千代台のデパート

当店は１店舗主義。私の入社前のこ

今はレストラン事業のほかに食品の
輸入・販売事業も当社の核の一つに成

ソマンゴーの缶詰を輸入してホテルや

ないかと声を掛けていただき、それか

て遊びに来ていたところ、社員になら

て味とサービスの向上に努めています。

たら便利」
「お客さまにもっと喜ばれ

ども皆で考えていますが、
「こうなっ

インドではとても高級なアルフォン

長しました。

ケーキなどの菓子店に卸したり、また
りも行っています。またインドのメル

だけるので、私も現地のデザインなど

るとインドに視察に連れていっていた

同じレシピでもいい素材を使ってつ

ガート地方でハニーハンターたちが採
す。森林保護や地元部族の経済的自立

くるとおいしくできる。お客さまには

を学んできました。

につながるとしてインド政府や国連な

見えない部分でのそういう努力が大事

取する野生の黒蜂蜜も取り扱っていま

ども支援する事業で日本での輸入は当

なのだと勉強になりました。そうした

社内も、業務が違っても事務所と店

子育てする女性に
とても理解のある職場

情報を発信しています。

ことを知ってもらいたいという思いで

社が初めて行っています。
こうした輸入食材のほか、自家製カ
レーやナンをはじめとするレストラ
ンメニューの通信販売も行っており、
パッケージやラベルのデザインも私が
また広報として、こうした商品やレ

舗のスタッフのコミュニケーションを

担当しています。
ストランの情報をブログ、フェイス

とれる環境でとてもいいと思います。
私もここに勤めながら、結婚し、子

ブック、ツイッター、インスタグラム
などで配信しています。

供ができてと生活環境が大きく変化し
ました。今は、仕事の後、保育園に預
ているので、業務に就く時間に制約が

けている子供たちのお迎えをはしごし
私は大学時代に検見川の近くに住ん

あり、時には「もう少し仕事をしてい

大学時代は
アルバイトとして働いていた
でいました。入学で上京した時に両親

子育てしているスタッフにとても理

たい」と思うこともあります。
店があるんだ」と感激して、その後も

解のある会社なので、ほかの女性ス

とシタールに初めて入って「こんなお
食事に来ていて、それがきっかけで大

学４年までアルバイトをしていました。 タッフのいい前例になっていきたいと
今、建替えているお店が来年３月に

考えています。
したが、あまり自分に合っているとも

オープンします。内部のレイアウトな

卒業後はアパレル関係の会社に入りま
思えず、時々シタールが懐かしくなっ

インドは非常に多様な国で、奥深く、
情報は伝えきれないほどありますが、
食を通して、日本の人たち、また日本
を訪れた外国人にインドの良さを伝え、
また貢献したいと思っています。
川上さんはアルバイト時代からデザ
イン的なことに優れていて、お店の
ポップなどを描いてもらっていました。
そういう才能を仕事で生かした方がい
いと思い、社員として声を掛けました。
その才能を存分に販売や広報活動に生
かしてもらっていますが、そのほかに
も、商工会議所のセミナーで簿記を学
んで３級の資格を取得して、経理の仕
事もできるようになったし、輸入セミ
ナーや食材セミナーにも出てもらって
います。いろいろな仕事を任せて大変
だとは思いますが、一生懸命家庭と両
立して、やってくれて非常に助かって
います。当社のポリシーをよく理解し
ているし、当社にはなくてはならない
人材ですね。

代表取締役 増田泰観 さん

上司のコメント

層、素敵なお店にしたいと思います。

る」ことなどをうまく取り入れて、一

をはじめ、スタッフ全員が力を合わせ

現在はインドから呼び寄せたシェフ

理シタール」と改めたそうです。

収益を出せるようになりました。

食品の輸入・加工・販売は
核となる事業の一
つに成長

店舗で営業しています。

また店舗建て替えのため、現在は仮

〒262-0023 千葉市花見川区検見川町1-106-16
☎ 043−272−7050

浸透し始めた２年後に店名を「印度料

業。千葉市初のインド料理店「手作り

当社は１９８１（昭和

千葉市初のインド料理店を
検見川で開店

千葉市のインド料理店「シタール」は行列ができる人気店。有限会社シタァール
輸入卸売事業部・総務企画課 課長（広報・ＷＥＢ担当）としてマルチに活躍する
川上あや子さんにお話を伺いました。

有限会社シタァール

泰観
増田
代表取締役

ら 年ほど勤めています。３年勤務す

輸入卸売事業部・総務企画課課長
広報・ＷＥＢ担当

シタァール
有限会社

当社で濃厚なジュースに加工して小売

川上 あや子

56
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特例事業承継制度での
経営承継円滑化法申請
石橋 秀樹

石橋公認会計士事務所
公認会計士・税理士

前回、後継者問題と事業の引き継ぎに関して、解説しました。事業承継税制に関しては、平成 年
度税制で、平成 年 月末を適用期限とする特例措置が設けられました。今回は、特例措置に基づく
申請の、実務と留意点を取り上げます。法人税・相続税・税務調査の様々な視点で概観してみます。

〈活用の実績〉

３９

１２

可能としました。又、事業の継続が困
関（商工会、商工会議所、金融機関、
難な事由が生じた場合の免除の救済は
税理士等）が所見を記載して都道府県
ありませんでしたが、後継者の死亡等
庁に提出します。
「承継計画」
は、当該
があった場合には、
「免除届出書」
・
「免
会社の後継者や承継時までの経営見通
除申請書」を提出することにより、納
し等を記載します。所見を記載する認
税が猶予されている相続税の全部又は
定支援機関は顧問税理士でも可とされ
一部について、その納付が免除される
ています。
こととなりました。
贈与の実行又は相続が開始となり、
留意しなければならないのは、平成
認定申請を贈与の翌年１月 日迄に、
年 月末迄の適用期限の時限措置で
相続の場合は相続開始後８か月以内に
あることと、平成 年３月 日迄に特
行う必要があります。
例承認計画の提出が要件であることで
税務署への申告は、認定書の写しと
す。事前の計画策定の準備期間を考慮
共に提出します。申告期限後５年間、
すると、平成 年の秋頃迄には方針決
都道府県庁へ
「年次報告書」
、税務署へ
定をし、着手する必要があります。
「継続届出書」
を年１回提出します。６
年目以降は、税務署へ３年に１回、「継
〈納税猶予を受けるための手続〉
続届出書」を提出します。
認定、確認及びそれに係る申請書・
〈その他〉
報告書の提出に関する窓口は、千葉県
は、千葉県商工労働部経営支援課電話
今回の対象の拡充は、大変望ましい
番号０４３ ２２３ ２７１２です。
ですが、非同族の株主からの相続税総
手続きに関しては、贈与税の納税猶
額の計算に影響することや、後継者を
予の場合と相続税の納税猶予の場合で、 増やすことは将来の問題となる可能性
異なる点があります。先ず、承継計画
もあり、慎重に計画を作成することが
の策定は、会社が作成し、認定支援機
望まれます。

インド・グジャラート州の魅力

貿易投資相談 Ｑ＆Ａ

〈ジェトロレポート〉 いま世界に目を向けて

対象株数は、全株式へ。納税猶予割
合は１００％へ。対象後継者が１人か
ら最大３人へ拡充されました。一般措
置では、５年間で平均８割以上の雇用
要件を、特例措置で、未達成の場合で
も、経営悪化等が理由の場合は、認定
支援機関の指導助言により猶予を継続

〈拡充された点と留意点〉

69

最近インド西部のグジャラート
（ＧＪ）
州が注目されていると聞きました。
同地の魅力は何ですか。

31

26

中小企業庁が平成 年３月に公表し
た「経営承継円滑化法の施行状況につ
いて」によれば、経済産業大臣の認定
件数は、平成 年 月から 年１月末
まで、全国合計で、民法特例 件（千
葉県１件）
、金融支援 件（千葉県３
件）
、相続税の納税猶予５０８件
（千葉
県 件）
、贈与税の納税猶予２８４件
（千葉県９件）です。
申請が活発に行われているとは言え
ないのが現状で、現行の制度
（以下
「一
般措置」
）に加えて、 年間の特例（以
下、
「特例措置」
）として税制措置の創
設・拡充がされました。
83
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34

約６４０万人）近郊で、フォードや地場
と見られています。
のタタといった自動車産業の集積が活発
ＧＪ州は、宗教上の理由からベジタリ
化しました。近年では、日本のスズキや
アン
（菜食主義者）
が多い土地であり、ま
ホンダ
（二輪）
が工場を稼働させ、関連日
た飲酒についても厳しい禁酒州となって
系企業の集積が進みつつあります。特に
います。また、日本食レストラン、病院、
インド国内最大手のスズキは昨年度の乗
子女教育などの生活環境は、デリーなど
用車国内販売台数が約１６０万台、シェ
の大都市と比べると発展途上と言えるで
ア約 ％を占め、ＧＪ工場も２０２０年
しょう。しかし、現在同州には３００人
頃には 万台（現状 万台）の生産規模
以上の日本人が暮らしていると言われて
となる予定です。
おり、日本人駐在員向けサービスなども
企業の進出地としてのＧＪ州の大き
拡大しています。
な魅力の一つは、よく整備されたインフ
ジェトロでは、２０１７年 月より
ラにあります。日本では当たり前の電気、 アーメダバードに事務所を開設し、今年
水、道路といった基礎インフラがインド
７月には、同所に進出のための調査や拠
の多くの州ではまだ満足のいくレベルま
点設立の準備にご利用いただけるビジネ
で整備されていない場合もありますが、
ス・サポートセンター（ＢＳＣ）を開設
ＧＪ州は他州に先駆けて停電ゼロを実現
しました。インド、特にＧＪ州に進出を
し、運河を利用した水の供給、舗装され
お考えの企業の皆様のご利用をお待ちし
た道路網を整備しています。また、港湾
ています。
施設やそれにつながる鉄道網も輸出入を
必要とする企業にとって、魅力の一つと
なっています。更には、日本の新幹線方 【ジェトロ ビジネス・サポートセンター
（ＢＳＣＡ）
ご案内】
式が採用されるアーメダバード―ムンバ ［アーメダバード］
イ間高速鉄道も２０２３年に開業予定で
https://www.jetro.go.jp/services/bsc/
あり、ヒト、モノの動きが大きく変わる
bsca.html

道場店・稲毛店・銀座店

39

26

10

10

Ｇ Ｊ 州 は、 イ ン ド 北
西部に位置し、アラビア
海に接する海岸線はイン
ド随一の長さを誇るなど、
複数の港も有しています。また、インド
建国の父マハトマ・ガンディーの出身地
としても知られています。ＧＪ州出身者
は、経済に強く、商売上手という人物像
が定着しているほか、海外志向も強く、
特に地理的にも近いアフリカ諸国に多く
のＧＪ州出身者がおり、同地でビジネス
を展開しています。このネットワークな
どを活用し、インドからアフリカビジネ
スを検討する日系企業も出てきています。
ＧＪ州が広く知られるきっかけになっ
たのが、インドの首相ナレンドラ・モ
ディ氏の存在です。モディ首相は同州出
身で、 年以上にわたって同州の州首相
を務め、政治手腕を発揮、企業の投資を
呼び込むべくビジネス環境を整備し州経
済が大きく発展しました。
ＧＪ州は、以前より石油・石油化学、
製薬、ダイヤモンド、繊維等の産業集積
がありましたが、２０００年代後半に入
り、州最大の都市アーメダバード（人口

TEL 043‑241‑4638
FAX 043‑244‑2416

〒260‑8524 千葉市中央区問屋町16‑3
TEL043-241-6401 FAX043-247-0291
銚子・柏・茂原・成田・水戸
千葉市中央区新宿1‑20‑5
本店

福井電機株式会社
http://www.osenbei.co.jp/

日立特約店
千葉名産

35

25

電気とシステムの総合コンサルタント

手みやげに一番

20

３０

15

11

13

Ａ Q

10

日本貿易振興機構（ジェトロ） 千葉貿易情報センター
☎043-271-4100
043-271-4480
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/chiba
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン（WBG）マリブイースト23階
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Advice to management

中小企業診断士

長田 義弘

す。
「利益が出る」 「
=黒字」で、年間の業績

か」とおっしゃる社長さんもいらっしゃいま

か。
「ウチは利益が出ているからいいじゃない

そもそも資金繰りとはどういうことでょう

２ 何故資金繰りが大切か

キャッシュの流れは会社の血液
滞らぬよう管理することが最重要課題

でしょう。

金の記録を残し、現金の残高がわかる状態に

ば、安心して融資ができるのは、きちんとお
を 売上の事実が発生したとき としていま

行われています。
「発生主義」
、
とは売上の計上

しかしながら、企業会計は「発生主義」で

がプラスであることの証明です。

突然ですが質問です。
している③の子でしょう。お金の流れさえ明

これを、金融機関と事業者様に置き換えれ

以下に出てくる子供たちの中で、お小遣い
”

母 「何に使うの？」
る相手のどこに手を打てばよいかハッキリし

お客様、仕入先、金融機関など、出入金のあ
で、そこから費用を引けば、数字上は「利益」

なくとも、売上としての数字は計上されるの

上と現金入金のタイミングにはズレがある場
この「売上金の回収」が滞れば、いくら

合があります。

支払いが滞れば、取引先や金融機関の信用を

仕入れや諸経費の支払いが滞ってしまいます。

売上を計上しても、手元には現金がないため、

しかしながら、日々お客様のお話しを伺っ

にしてもらうなど、交渉ができます。

もらうとか、逆に今月支払いのところを来月

ぐに本来は来月であるところを今月支払って

掛で取引しているけれど、事情を話してす

子 「ちょっと…」

（六
母「
 百円て、半端だな…）ちょっと学校

ていると、
「
『資金繰り表』？ 何ですか、そ
「連鎖倒産」等関連企業に迷惑をかけることに

れ？」
「先月の売上なんか分かりません」など、 失い、その後の経営に支障を来すだけでなく、
およそ経営者とは思えない言葉を聞くことが

小遣い帳と六百五十円。お母さんお願

と一個しかなくて…。これが毎月のお

しかないの。さっきお店に行ったら、
あ

ずつ貯めていたんだけど、六百五十円

七百円もするから、前から毎月五十円

営者自ら資金繰り表で把握していただきたい

めて会社の血液であるお金の流れだけは、経

い点は税理士さんに伺えばいいのですが、せ

ものです。
申告書や決算書等、
枝葉末節の細か

トが計器類を見ずに飛行機を操縦するような

お金の流れを把握しない経営は、パイロッ

成方法が分からない場合は、外部の専門家を

その際、顧問税理士さんや商工会議所等、作

綿密に資金管理を行いましょう。

ない状態です。特に売掛金の多い事業者様は、

経営者の方にとって、最も避けなければなら

資金繰りの失敗は、即ち倒産に繋がります。

なります。

い！」

野 口 アキ子

③ワンストップサービス窓口機能

地域包括ケアシステムを構築していくに
は欠かせない活動です。

に介護予防教室を開催したりしています。

理事長

友和会

頼ることも経営の知恵です。

介護予防に取り組むサークルや団体
の活動支援を行ったり、普及啓発のため

して暮らすために活動しています。

らしたいとは、
誰もが願うことです。日々
⑤介護支援専門員支援機能
の健康に気をくばり、介護予防に取り組
地域で働く介護支援専門員の活動を支
む人が増えると、介護が必要になる人も
減ります。介護が必要になる人が減れば、 援したり、スキルアップのための研修会
を開催しています。
介護分野で働く人が減っても、本当に介
以上のように、地域包括支援センター
護が必要な人のところへサービスが提供
は地域の拠点となり、地域の課題の解決
できるようになります。
力強化と高齢者が住み慣れた地域で安心

単身高齢者世帯等の増加に伴い、介護サー
地域で暮らす高齢者が抱える様々な問
ビス以外にも在宅生活を継続するための日
題を地域包括支援センターがワンストッ
常的な生活支援を必要とする方の増加が
プで受け止め、問題解決に向け関係機関
見込まれます。体調不良で寝込んでいる
と連携強化し、支援しています。保健師、
ときに、あなたの家まで様子を見に来て
社会福祉士、主任介護支援専門員等の専
くれたり、身近な事を頼めるご近所の知
門職が配置されていますので、介護、医
り合いはいますか、お元気なうちから地
療、福祉、健康など高齢者に関わる総合
域での支え合いが重要になって参ります。 的な支援を受けられる
地域づくりの提供を行っています。お
②介護予防機能
気軽にご相談下さい。
要介護状態になるリスクが高いと思わ
④権利擁護機能
れる方に対し、介護予防や日常生活支援
高齢者の人権と権利を守るため、高齢
等の適切なサービスが提供されるように、
者虐待通報の対応や成年後見等の申立て
皆さんの状態に合わせた介護予防の計画
支援を行っています。
を立てます。いつまでも元気で健康で暮

ができるよう、住まい・医療・介護・予
防・生活支援が一体的に提供される地域包
括ケアシステム）の構築を目指し、地域ケ
ア会議や他職種連携会議等を通じて地域の
ネットワーク構築を進めています。今後は

地域包括支援センター業務

どの子にお金を渡したいか、もうおわかり

医療介護通信

日本は諸外国に例をみないスピードで
高齢化が進んでいます。私たちが住んで
いる千葉市も高齢化率が ％を超え、４
人に１人が高齢者となりました。
２０１６年６月に安倍内閣で閣議決定
された「ニッポン一億総活躍プラン」の
中にも、新たな時代に対応した福祉の提
供ビジョンとして「地域共生社会」の実
現が盛り込まれました。そして今後の方
向性は「自分や家族が暮らしたい地域を
考える」という主体的、積極的な取組の
広がり、
「地域で困っている課題を解決し
たい」という気持ちで活動する住民の増
加、
「一人の課題」について解決する経験
の積み重ねによる誰もが暮らしやすい地

センター（千葉市ではあんしんケアセン
ター、最後に地域の名前がついてます。
）
千葉市では６区の中で 箇所ありまし
て、社会福祉法人又は、医療法人に委託
して相談、介護予防等の業務を行ってい
ます。

①地域のネットワーク構築機能
地域包括ケアシステム（重度な要介護
状態となっても住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最後まで続けること

社会福祉法人

と思います。

子 「前 から欲しかったペンケース買うの。 多いのに驚きます。

母 「何に使うの？」

③子 「お母さん、五十円貸して」

母 「嘘ついちゃダメでしょ！」

子 「え！…間違えた、五百円だよ！」

からのプリント見せて」

子 「明日の遠足のお菓子買うの」

母 「何に使うの？」

②子 「お母さん、六百円ちょうだい」

が出ていることになります。ただし、売上計

確ならば、実際にお金が足りなくなった時に、 す。つまり、実際に売上代金を受け取ってい

“

ます。

①子 「お母さん、五百円ちょうだい」

をあげたいなと思うのはどの子でしょうか。

１ 流れが分かれば貸す方も安心

日頃ご相談窓口でお客様のお話を伺っていると、上手くいっている経営者さんに
共通するのは、企業の血液というべき「お金」の出入りを明確に示した資金繰り
表を作成していることです。前回の補助金制度に引き続き、今回は企業の生命線
ともいえる「資金繰り」についてお話させていただきます。

中

ナビ

域づくり、他人事を我が事に変える働き
かけをする意識の醸成が必要になります。
そこで皆様に紹介したい地域包括支援

25

30
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企業診断
小

２月２０日（水）
第８３回リテールマーケティング（販売士）検定試験（１・２・３級）

第２１５回珠算能力検定試験

２月１０日（日）

第 回 ＷＢＳＣ
世界女子ソフトボール選手権大会を応援！

１０月２８日（日）

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】
（税込）

１２月９日（日）
第４４回ビジネス実務法務検定試験（１・２・３級）

【１級１０，
８００円 ２級６，
４８０円 ３級４，
３２０円】
（税込）

１１月２５日（日）

１２月１６日（日）

環境社会検定（eco検定）*ＢＡＴ
ＩＣと同日施行（午後のみ） 【５，
４００円】
（税込）

１２月１６日（日）
第２５回環境社会検定試験（eco検定）

第２５回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

１１月４日（日）
第２６回メンタルヘルス・マネジメント検定（Ⅱ・Ⅲ）

３月１７日（日）

たが、当日は、荒々しい担ぎ手にはちょ
うど良い具合に快い強風が吹き、当所職
員も地域の方々と元気良く中央区内を
巡ることができました。
日には、神輿が中央区中央２丁目を
渡御する際に、円滑且つ安全に行うた
め、警察のご協力の下、交通整理に当
所職員３名がお手伝いに参加しました。
「妙見大祭」は、千葉市が全国に誇る
歴史ある伝統行事です。当所としても、
後世に引き継げるよう地域の一員とし
て参加していくと共に、こうした取組な
どを通じて、引き続き地域社会に貢献す
る取組を積極的に行っていきます。

地域の一員として「妙見大祭」に参加

第３６回ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）

行いました。機運の醸成を図るため、ビ
８月 日～ 日、千葉神社の夏の例祭
ラ配り等による本大会の周知に努め、ま 「妙見大祭」が行われました。１１２７
た、千葉の経済界として一体となって応
年以来、約９００年に亘り、一度も途切
援するため、試合会場への出店協力や会
れることなく続いている伝統的な祭り
員企業へのチケット販売を行うととも
です。当所は千葉市中央区中央地区の一
に、８月 日の日本戦では会員企業が一
員であり、また、地元からの要請もあっ
丸となって応援する企画を行いました。 たことから、神輿の担ぎ手と、神輿渡御
さらには同日、決勝トーナメントに臨む
順路の自主交通整理員として参加しま
日本代表チームを応援するため、粟生副
した。
会頭が試合会場を訪問し、日本代表チー
日には、千葉神社が祀る妙見様を
ムの矢端信介チームリーダーにチーバ
のせた神輿を千葉城近くの御仮屋にお
くん人形を手渡しして激励を行いまし
さめる宮出しが行われ、当所からは、担
た。
ぎ手として若手職員４名が参加しまし
なお、試合結果につきましては、日本
た。例年にない猛烈な暑さが連日続いて
は決勝戦でアメリカ合衆国に惜しくも
いたことから天候が懸念されていまし
敗れたものの、準優勝という輝かしい成
績を収めました。

▲お神輿を担ぐ当所職員（左から２人目、４人目、５人目）

24
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25

ＴＥＬ０４３－２２７－４１０３
会員交流課

【Ⅰ種１０，
８００円 Ⅱ種６，
４８０円 Ⅲ種４，
３２０円】
（税込）
メンタルヘルス・マネジメント検定

１１月１１日（日）
第８回ビジネスマネジャー検定

22

2月24日（日）
第151回簿記検定試験（２・３級）

８月２日～ 日、ＺＯＺＯマリンスタ
ジアムをはじめ千葉県下の４球場にお
いて第 回ＷＢＳＣ世界女子ソフトボ
ール選手権大会が開催され、世界 の国
と地域の代表が千葉の地で熱戦を繰り
広げました。日本での開催が１９９８年
の静岡県以来 年ぶりとなるその試合
は、市原市、千葉市、習志野市、成田市
の４市にまたがっており、千葉市では８
月 日～ 日に決勝トーナメント、３位
決定戦、決勝戦が行われました。
本大会の開催にあたっては、当所は開
催都市の総合経済団体として、また、２
０２０年東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた競技開催都市としての
おもてなし体制づくりの試金石として、
大会を盛り上げるための様々な試みを

▲千葉銀座を通るお神輿

お問い合わせ先
千葉商工会議所

【６，
４８０円】
（税込）
ビジネスマネジャー検定

Sub ２のみ ７，
９９０円】
（税込）

22

第２１４回珠算能力検定試験

11

ＢＡＴ
ＩＣ（国際会計検定）*eco検定と同日施行
【Sub1/2 １０，
１５０円 Sub 1のみ ５，
４００円

16

11月18日（日）
第150回簿記検定試験（１・２・３級）

12

20

ビジネス実務法務検定

【１級７，
７１０円 ２級５，
６６０円 ３級４，
１２０円】
（税込）
リテールマーケティング（販売士）検定

16

▲左から扇原会長（千葉県ソフトボール協会）
、矢端チームリーダー、
粟生副会頭

16

12

第４１回福祉住環境コーディネーター検定試験（１・２・３級）

16

【１級２，
３００円 ２級１，
７００円 ３級１，
５００円 ４～６級１，
０００円】
（税込）
珠算検定

【１級７，
７１０円 ２級４，
６３０円 ３級２，
８００円】
（税込）
簿記検定

施行日
検定試験名

16

10

福祉住環境コーディネーター検定
▲試合会場周辺の出店で購入する外国人観光客の方

各種検定試験の施行日のお知らせ

越の閉店等、中心市街地が変化の

周辺再開発事業、千葉パルコ・三

千葉駅ビルのリニューアル、駅

供の他、当日限定のかき氷販売や

売している商品のテイクアウト提

スに近い商店街店舗では、通常販

箇所設けました。飲食休憩スペー

各店舗前で日本の納涼伝統文化で

域コミュニティの構築を図るため、

化対策の啓発を図るとともに、地

議会住み心地部会では、地球温暖

千葉市中心市街地まちづくり協

中心市街地で打ち水実施

時代を迎えています。この変化に
枝豆の掴み取り等、来街者を楽し

富士見本通り歩行者天国開催

対応するため、地元商店街が中心
ある「打ち水」を実施いたしました。
この取り組みを通じ商店主から
は「以前から地域全体で打ち水を
実施したいと思っており、今回実
施できて良かった」といった声も
ありました。
今後も、中心市街地の夏の風物
詩にするべく参加商店街や店舗を
増やし、取り組んで参ります。

野点を開催して
お抹茶と、当女性会の会員であ
る榎家さん製の季節感あふれる紫
陽花の主菓子で、皆様に喜んで頂
けたと思います。
野点傘には、朝顔を詠んだ短歌
の短冊と、桔梗と撫子を竹籠に

あり日々の暮らしのいろいろな場

日本にはさまざまな種類の税金が

ついてご講演をいただきました。

の 女性が知っとく税の知識 に

務署総務担当副署長の笹木邦江様

髙梨会長の挨拶の後、千葉東税

だき意見交換し、なごやかのうち

あじさいのお菓子とお抹茶をいた

講演会終了後はじめての試みと

理解して納める事だと思います。

ためには税金のことをよく勉強し

の狭さもあり、皆様にご満足いた

により野点が出来る場所を用意し、 試みで、時間的な制約、スペース

して、会場の一部に裏千家の会員

だけたかどうか判りませんが、私

しんでいただきました。初めての

奥山会員の華やかなお道具で、楽

いただき、侘びた趣で、二席目は

した。一席目は櫻木が担当させて

楚々と挿し、初夏を感じて頂きま

面で直接税、間接税を納めていま

に終了致しました。

にとっては楽しい経験でした。

す。私達が安心して暮らしていく

歩行者天国本部前では北斗の拳・千葉氏コラボうちわを配布し、千葉常胤生誕９００年をＰＲ

ませる取り組みが見られました。

来街者の方が行き来しやすい動線
をつくる取組みとして「富士見本
通り歩行者天国」を行うこととな
りました。
第１回目は８月 日㈰に「千葉
の親子三代夏祭り」と併せて実施
し、富士見本通りを通行規制する
とともに、飲食休憩スペースを８

を開催し、参加者 名にお集まり頂きました。

ホールにて、千葉商工会議所女性会・千葉東間税会女性部合同講演会

外部交流研修委員会活動の一環として、６月 日㈪ 当所 階第２
１４

となってまちの賑わいを創出し、

‼

千 葉 東 間 税 会 女 性 部 との
合同 講演会 ＆ 野点開催

パシオス前交差点～中央公園交差点を通行止めし、ホコ天開催

”

位、社会進出度 ％と高い割合

ベトナムは、女性起業家指数世界

いている女性の姿が目立ちました。

産店で刺繍をしている女性等、働

記念写真を撮影している女性、物

ハノイの観光地で物売りの女性、

ノイを視察しました。

３日から７日までベトナムの首都ハ

親会の海外視察研修として、７月

千葉商工会議所
ハノイ視察研修に参加

‼

になっています。目覚しい発展を
遂げているベトナムの社会経済を、
影で支えているのは女性の力が大
きいと感じました。
奥山絵美
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66

１８

千葉こども保育園でも打ち水の啓発を実施

19

４０

女性会
編集：千葉商工会議所

千葉銀座商店街を中心に 32 店舗が参加。８中旬～下旬に実施

19

“

〈問合せ先〉千葉市中心市街地まちづくり協議会（事務局）千葉市中央区中央2-5-1

千葉商工会議所地域振興課内 電話 043-227-4103 FAX043-227-4107

URL:http://www.chiba-cci.or.jp/joseikai/

まちづくり事業情報

中心市街地NEWS

平成 年７月 日㈮～ 月 日㈰に、
13

15

ー総勢 名で参加しました。今大会は

大会ちば柏大会へ、千葉ＹＥＧメンバ

商工会議所青年部第 回全国サッカー

7

16

30

の結束を高め、一丸となって今大会を

方などを話し合ったりと、千葉ＹＥＧ

有したり、試合に向けての戦術・戦い

できたり、大会に懸ける意気込みを共

くりお話する機会がない方々とお話が

我々、千葉ＹＥＧはＹ３リーグ（普段

戦いが各所で繰り広げられていました。

ている事もあり、気温以上に『熱い』

り、日本国中がサッカーで盛り上がっ

サッカーＷ杯イヤーとちょうど重な

会場は天候に恵まれ晴天で、今年は

運動をしない人、初心者、女性でも気
軽に参加できる８人制ハーフコートの
リーグ）とＹ１リーグ（優勝を目指し
真剣勝負を繰り広げるトップリーグ）
に参加させて頂きました。
Ｙ３リーグの結果は初戦、今大会優
勝したチームに負けてしまいました。
しかし第２戦目は接戦の末、勝利。こ
のままの流れで第３戦目も勝利したか
ったですが、惜しくもＰＫ戦の末敗れ

ＥＧ、沼津ＹＥＧに連敗し３敗と、予

ました。その後も波にのれず、草津Ｙ

点をしてしまい惜しくも負けてしまい

Ｇと試合終了間際まで同点でしたが失

Ｙ１リーグの結果は初戦を長崎ＹＥ

きました。柏ＹＥＧの方々ありがとう

おもてなしを柏ＹＥＧの方々にして頂

のみならず、柏市の文化・食を通じた

て頂きましました。ここではサッカー

士の交流に繋がる大懇親会に参加させ

た圧巻の約１７００名のＹＥＧ仲間同

てしまいました。

選突破を目標に今大会まで頑張ってき

ございました。そして本当にお疲れ様

出場させて頂きましたが、試合に出場

しかし、私自身は選手として試合に

こを目指し、今後も活動を頑張ってい

千葉ＹＥＧの目標はまず、
『１勝』
。こ

来年は長崎で大会が開催されます。

でした。

しているメンバーだけでなく、サポー

またＹＥＧの方に１人でも多く参加

きたいと思います。
くれた方、
多くの方々と力を合わせ、
千

経営開発委員会 藤﨑 将寛

心から思います。

１人でも多くの方に感じて頂きたいと

して頂き、この大会に参加する良さを

スタジアムに移動し、全国より集まっ

タジアムでもある、三協フロンテア柏

試合終了後は柏レイソルのホームス

になりました。

葉ＹＥＧの良さや絆を感じられた大会

トしてくれた方、大きな声で応援して

てしまいました。

ましたがとても残念な結果で幕が閉じ

ごすことができました。

盛り上げようと皆で有意義な時間を過

スで向かいました。車内では普段ゆっ

たＯＢの方々も一緒に千葉県柏市にバ

員のほか、応援に駆けつけてくださっ

り、参加される千葉ＹＥＧメンバー全

た千葉県内で行われるということもあ

大会当日は７月の定例会であり、ま

取り組んで参りました。

トサルコートなどをお借りして練習に

千葉市内各地の学校グラウンドやフッ

初のグループ予選突破を目標に掲げ、

39
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熱戦の様子
ちば柏大会

第16回全国サッカー大会ちば柏大会

工場夜景で、千葉市の臨海部の魅力をさらに広めたい

千葉市

高石市

川崎市

周南市

千葉・市原実行委員会

～コンテンツを磨いて滞在型観光の浸透・定着を目指す
全国工場夜景サミット

なる今年は千葉市・市原市で 月に開催されます。京葉工業地域に位置す

が集う「全国工場夜景サミット」が毎年、開催されていますが、９回目と

全国各地で工場夜景が注目を集めています。認定された工場夜景都市

in

2018（平成30）年８月現在

in

四日市市

〈工場夜景とは〉

（千葉市観光プロモーション課内）

〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号
（千葉市中央コミュニティセンター10Ｆ）
TEL 043-245-5066

むことができます。特に昭和 年代に

ると、京葉工業地域の工場夜景を楽し

ンビナートなどの集積があり、夜にな

量を誇る千葉港に沿って工場や食品コ

中で、臨海部には日本有数の貨物取扱

業地帯であり、それに属する千葉市の

富津市まで埋め立てられた大規模な工

京葉工業地域は、北は浦安市、南は

千葉市臨海部には
工場やコンビナートが集積

資源として定着しています。

から観賞するツアーなども人気で観光

した。特に臨海部ではクルーズ船など

る人が多く、注目されるようになりま

の光景は「工場夜景」として魅せられ

相まって幻想的な雰囲気を醸し出すそ

ージが強い工場の建物とその明かりが

っています。機能的、また機械のイメ

場を灯す明かりは独特の景観美をつく

支えてきた工業地帯があり、夜間に工

日本各地には日本経済、地域経済を

観光資源としての
工場夜景

1

10

29

鉄鋼業、昭和 年代に火力発電所が進
の経済発展に大きな役割を果たしてい
ます。

２０１１（平成 ）年に神奈川県川

各地の工場夜景ＰＲや
将来を議論するサミット

す。

賞や撮影ができ、ファンが増えていま

ある公園や展望台、また海上からの観

る場所はありませんが、工場の周辺に

れているため、間近から工場を見渡せ

産業観光が新たな観光コンテンツの一つとして大きく注目を集める中で、
工場の夜景を鑑賞することが全国的なブームとなり、日本各地の工業地帯
では「工場夜景」が多くの人が気軽に楽しむことのできる観光資源として
成長しています。
このような中で２０１１（平成 ）年２月には、工場夜景の活用に取り
組みでは先駆的な存在となる室蘭市（北海道）
、川崎市（神奈川県）
、北九
州市（福岡県）
、四日市市（三重県）の４都市が連携して、工場夜景観光
の魅力と可能性を探る「第 回全国工場夜景サミット」が川崎市で開催さ
れました。その後、周南市（山口県）
、尼崎市（兵庫県）
、富士市（静岡県）
、
千葉市（千葉県）
、堺市（大阪府）
、高石市（大阪府）が加わり、２０１７
（平成 ）年度には「日本 大工場夜景」となりました。さらに、今回の
サミットを契機に市原市が加わる予定であり、工場夜景による観光は年々、
広がりを見せています。
また、２０１７（平成 ）年度より「全国工場夜景都市協議会」が発足
し、協議会にて相互の交流やＰＲ連携を強化、推進しています。

全国工場夜景サミット in 千葉・市原実行委員会

景サミット 川崎」を皮切りに、加盟

崎市で開催された「第１回全国工場夜

22

都市が集まり、工場夜景の魅力を全国
に向けて共同で発信し、さらなる工場
夜景観光の発展に尽力しています。こ
れまで三重県四日市市、北海道室蘭市、
福岡県北九州市、山口県周南市、兵庫
県尼崎市、静岡県富士市、三重県四日
市市（２回目）で開催されてきました。
千葉市は２０１５年までオブザー
バー的な存在で参加していましたが、
２０１６年（平成 ）年に正式に加盟
て認定されました。

し、全国で８番目に工場夜景都市とし

28

工場夜景クルーズで見ることのできるJFEスチール㈱東日本製鉄所（千葉地区）の工場夜景

千葉・市原実行委員会に伺いました。

その魅力づくりによる地域活性化、またサミットについて、全国工場夜景

る千葉市の臨海部には工場夜景を見物に遠方からも大勢が訪れています。

10

工場の周囲は大きな塀や樹木に覆わ

in

サミット

富士市
北九州市

29

出した「蘇我地区」は現在まで千葉市

30

室蘭市
昼間の姿とは一変し、
圧倒的な華やかさをまとう工場の夜景。

日本10大工場夜景

23

30
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尼崎市
市
堺

20

特集
工場夜景で、千葉市の臨海部の魅力をさらに広めたい／全国工場夜景サミット in 千葉・市原実行委員会
特集

特集

9/19水〜 11/11日
会

鶴岡政男《ライフルマン》1968年 広島県立美術館蔵

期： 9月19日
（水）
〜11月11日
（日）

開館時間： 10:00～18:00（金・土曜日10:00～20:00）
※入場は閉館の30分前まで

休 館 日： 11月5日
（月）

▲養老川臨海公園（市原市）から見える陸側（南側）の工場夜景

今年の工場夜景サミットは
千葉市・市原市の共同開催
千葉市・市原市の
工場夜景の見どころ
テンツで経済的な効果が波及していく

こと、さらには、千葉みなとというエ

リアも観光地として認知されることを

今回のサミットでは他の工場夜景都

28

目指しています。

なと旅客船さん橋」からクルーズ船の

市との交流をはじめ、千葉市と市原市

２０１６（平成 ）年には「千葉み

就航が始まりました。小麦を扱ってい

の絆が深められ、また、商工会議所や

10

そして、９回目となる今年度は千葉

月５日、千葉市文化センターアートホ

る工場のそばを通り、風向きによって

市・市原市の共同開催となります。

ールで開催します。千葉市長と市原市

市観光協会と連携していく点で意義が

皆様に喜んでいただけるよう実行委員

は甘い香りがほのかに香るので、「シュ

食品コンビナートに位置する千葉共

会で準備を進めています。

長が登壇するトークセッションや各都

葉市と市原市の産物の販売なども行い

同サイロ株式会社のサイロ（貯蔵庫）

料金：大 人
1,000円
高校生
600円
小・中学生 300円

大きいものとなっています。来場者の

ます。また、これに合わせて、本邦初

ではライトアップ＆レーザービルボー

●星空コンサート
～ジャズとブラジル音楽と秋の夜～
９月２９日（土） １９：００～２０：００

ガーベイクルーズ」ともいえます。

公開の夜のＪＦＥスチール東日本製鉄

ドショーが始まり、音と光のレーザー

1,000円
900円

市参加のパネルディスカッション、千

所（千葉地区）工場見学と工場夜景ク

ショーを楽しんでいただけます。

夢シティちば 2018年₉月号

ルーズや、京葉臨海鉄道と２大工場夜
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講師：岡村定矩（東京大学大学院名誉教授）
日時：９月30日（日）10：30～12：00
定員：１80名
場所：７階プラネタリウム
対象：中学生～大人
料金：無料

またＪＲ千葉みなと駅からの道路整

講師：小藤昌志（放射線医学総合研究所）
日時：９月29日（土） 10：30～12：00
定員：７０名
場所：７階企画展示室
対象：高校生～大人
料金：要・入館料

天文講演会

「遥かなる宇宙～銀河の距離測定と宇宙の加速膨張～」

景スポットめぐりなど様々な企画を準

大人が楽しむ科学教室2018 重粒子線治療

～先進医療から保健診療へ～

備も進み、駅からケーズハーバーまで

申込：電話（０４３－３０８－０５１1）で先着順、 定員になり次第終了。

備しています。

［千葉市科学フェスタ2018記念講演］

の徒歩での所要時間は約９分から６分

800円
300円

●星空ヨガ
～プラネタリウムでヨガ体験～
９月２８日（金）１８：３０～１９：３０
定員：60名
料金：大 人
高校生

また、千葉市・市原市・四街道市で

定員：200名
料金：高校生以上
小・中学生

へと大幅に短縮されましたので、さら

●フィールアロマ
～アロマを感じる星空～
９月１４日（金）
・１５日（土）
１９：００～１９：４５

に利便性が向上しました。

特別投影

工場夜景は
千葉市の歴史でもある

 学実験・工作教室、 講演会、サイエンスカフェなど、 小さなお子さまから大人の方までお楽しみ
科
いただける科学の祭典。オーロラのＶＲ体験もあります。

た千葉市の核の一つでもあり、千葉市

メインイベント 日時：１０月６日（土）
・７日（日）１０：００～１６：００ 会場：きぼーる内

９月のプラネタリウム

の歴史でもあります。工場夜景を契機

千葉市科学フェスタ2018 これからの私たち ～ひろがる葉～

に、こうしたレジャーを通じて、その

〒260–0013 千葉市中央区中央4–5–1 Qiball内7 ～ 10階
URL http://www.kagakukanQ.com
☎043–308–0511

背景にある歴史に触れることが大切で

URL http://www.ccma-net.jp

す。そして、工場夜景という観光コン

〒260-8733 千葉市中央区中央3-10-8
☎043-221-2311
043-221-2316

横尾忠則《新宿泥棒日記》1968年
高松市美術館蔵 ©横尾忠則

発行する季刊の無料誌「千葉あそび」

【講師】 堀浩哉（美術家）
10月6日(土)14:00〜（13:30開場予定）
／11階講堂にて／
先着150名（当日12:00より11階にて整理券配布）
／参加無料

（市内の「海、里、まち」を満喫できる

■講演会「1968年 前衛の終焉―美共闘 廃墟からの出発」

20

体験観光プランを紹介）２０１８年秋

【講師】 シュウゾウ・アヅチ・ガリバー
（美術家）
【パフォーマー】 シュウゾウ・アヅチ・ガリバー、荒木悠、
Lily Shu
9月29日(土)14:00〜（13:30開場予定）
／11階講堂にて／
先着150名（当日12:00より11階にて整理券配布）
／参加無料

冬号（９月 日発行予定）では、工場

■講演会とパフォーマンス「し・C・４― ガリバー1968を語る」

夜景クルーズを盛り上げるプランを紹

【関連イベント】

介します。

※小•中学生、高校生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料
※( )内は前売、千葉市在住65歳以上の方、団体20名以上の方の料金
※10月18日（木）は「市民の日」につき観覧無料

千葉市のアイデンティティのひとつ
https://www.city.chiba.jp/
keizainosei/keizai/promotion/ に「海辺」があります。また、京葉工
業地域は日本と千葉の経済を支えてき

観 覧 料： 一 般 1,200円（960円）
大学生 700円（560円）

chiba_asobi.html

世界中で近代的な価値がゆらぎ
はじめ、各地で騒乱が頻発した
1968年は、20世紀の転換点と
なり、日本でも社会だけでなく、
過激でエキセントリックな動向が
隆盛を極めました。1968年前
後は日本の現代美術にとっても重
要な時期になりました。 現代美
術だけでなく演劇・舞踏・映画・
映画・建築・デザイン・漫画など
の作家たちも、既存のスタイルを
打ち破るような先鋭的な試みを
次々とおこない、ジャンルを超え
て協力しあったのです。 本展で
は、1968年からちょうど半世紀
が経った2018年の視点から、こ
の興味深く熱い時代の芸術状況
を、
現代美術を中心に回顧します。

工場夜景で、千葉市の臨海部の魅力をさらに広めたい／全国工場夜景サミット in 千葉・市原実行委員会

▲養老川臨海公園から見える対岸の工場
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